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ニセコ町飲食店応援クーポン利用可能店
ニセコ町の飲食店を応援しよう！

かふぇ &小さな宿　のどか

ニセコ 髙橋牧場 MANDRIANO
電話 :0136-44-3735  営業時間 :11:00 ～ 18:00 (17:30 L.O)定休日 :なし
HP: https://niseko-takahashi.jp/mandriano
店長のオススメ !メニュー : マルゲリータ¥1050/4 種チーズのピザ ¥1350
きのことイタリアハムのピザ¥1580
一言コメント :お盆や連休以外は、お電話でもご予約承っております。
ぜひ、ご相談下さい。

電話 : 0136-55-7888
営業時間 : 10:00～ 15:30 ( ランチ11:00～ 14:00)　定休日 : 毎週木曜日、第一水曜日
HP: https://north-protect-2018.wixsite.com/nodoka  
店長のオススメ !メニュー : ハヤシライス ¥800/ 牛すじカレー¥800
宅配・持ち帰り条件 :ハヤシライスと牛すじカレーは前日予約が必要です。 
一言コメント :野菜をたっぷり使った、人気のランチを家でもぜひ楽しんで！
こだわりの各種珈琲もオススメです！！

ルピシアグルマン アウトレットマルシェ
電話 : 0136-43-2177
営業時間 : 7:30 ～ 9:30 ( 毎週土曜日 )　定休日 : 土曜日以外定休
店長のオススメ !メニュー : シェフの力作朝弁当 ¥500
ケーキ ¥500～ ¥1,000( 週によって変動あります )
一言コメント :工場直送やB級品、賞味期限間近商品などお得にGETできる
マルシェを開催してます。

やん衆天
電話 : 0136-44-1160  営業時間 : 12:00 ～ 15:00 ( ランチ営業のみ )定休日 : 日曜日
店長のオススメ !メニュー : 日替わり弁当¥500
一言コメント :栄養とボリュームたっぷり、全て 500円 !

ニセコ山麓パーラー

Pikinini
電話 :080-6091-4156 営業時間 :11:00 ～ 15:00 　定休日 :不定休
HP: https://www.pikinini-niseko.com
店長のオススメ !メニュー : ミートソースピタパン¥600
一言コメント : 地元食材と無添加にこだわってお作りしているフードトラック
食べ物の他に有機栽培珈琲もあります。

電話 : 0136-55-8918  営業時間 : 11:00 ～ 18:00　定休日 : 毎週水曜日、木曜日
店長のオススメ !メニュー : クロックムッシュ¥900/ ローストビーフサンド¥1,100
エゾ鹿バーガー¥1,250   一言コメント :身体に優しいファストフードをぜひ！！

キッチン ウタゲ
電話 : 0136-55-7094  営業時間 : 10:00 ～ 17:00 ( 天候等により変更有 )　定休日 : 不定休
店長のオススメ !メニュー : 豚丼 ¥900/ ステーキ丼 ¥1,200/ ザンギ (6pc) ¥600
宅配・持ち帰り条件 :デリバリーについては要予約
一言コメント :いちごの雪けずりやうたげ団子等スイーツや丼・カレーといった
がっつり系フードまで幅広くご用意しております。

ニセコ くしや
電話 : 0136-55-8863 営業時間 : 18:00 ～ 21:00　定休日 : 日曜日
店長のオススメ !メニュー :からあげ弁当¥600/ マーボーナス弁当¥600/ やきとり弁当¥600
宅配・持ち帰り条件 :2,500 円以上で店から5キロ以内であればデリバリー可

ペンション＆レストラン ビスターレ・カナ
電話 : 0136-58-3330 営業時間 : 11:30 ～ 15:00 (6 月中 ) 当日の 15:00 までに
連絡いただければディナー分も予約できます。7月以降の営業時間についてはお問
合せください。定休日 : 火、水、木
HP: https://sites.google.com/site/bistarekana/
店長のオススメ !メニュー :ネパールカレー  ¥1,500
一言コメント :うちのネパールカレーは、とにかくヘルシーです。
だから何杯でも食べられてしまうほど身体に優しいカレーです！

ごはん＆カフェ DOG TAIL
電話 : 0136-55-5114 営業時間 : 11:30 ～ 14:30/ 17:30 ～ 20:00定休日 :不定休 
店長のオススメ !メニュー :からあげ弁当 ¥800/ ハンバーグカレー¥850
ハンバーグエビフライ弁当¥1,100
宅配・持ち帰り条件 :要予約

WHITE BIRCH CAFE

酒肴 らくだ

電話 : 0136-55-6507営業時間 : 09:00 ～ 16:00 定休日 : 日曜日
店長のオススメ !メニュー : 白老牛バーガー¥880（テイクアウト利用時）
一言コメント : その他数多くお持ち帰りの商品がございますのでお気軽にお越し下さい。

お月さま
電話 : 0135-48-5660  営業時間 : 11:00 ～ 17:00　定休日 : 木曜日
店長のオススメ !メニュー : ごまみそラーメン ¥900/ 辛みそラーメン ¥980
梅塩ラーメン ¥900  一言コメント :美味しいラーメンを作ってまってます。

ファーマーズキッチン ポンポン
電話 : 0136-55-5707  営業時間 : 17:00～21:00（ラストオーダー20:00）ランチ営業は

土日のみ11:30～14:00（ラストオーダー13:30）
定休日 : 水曜日、第２・第４木曜日
店長のオススメ !メニュー : てづくりピザ¥1400～ /自家製生パスタ¥900～
選べるおつまみ4種セット¥1000～
一言コメント :おうちでも！おなかポンポンめしあがれ！！お待ちしております！

自然食堂えん
電話 : 0136-44-1335  営業時間 : 10:00 ～ 13:00　定休日 : 土、日曜日、祝日
店長のオススメ !メニュー : 日替わり弁当 ¥700+税 /えんバランス弁当¥900+税
宅配・持ち帰り条件 :配達料金200円 (1 回の配達につき )基本は前日予約ですが、
少量なら当日でも対応可能。お問合せ下さい。
一言コメント :身体のなかからきれいになって元気が出るお弁当です。
食べものの力をぜひ感じてみてください。

ピーカンロールピザ
電話 : 0136-55-6262  営業時間 : 11:00 ～ 17:30　定休日 : 木曜日
店長のオススメ !メニュー : アンチョビトマトガーリック ¥1,280
ジェノベーゼ ¥2,200/ タコミート¥1,280
一言コメント :ロールピザ、ホールピザ、スイーツ、ドリンクすべてテイクアウトできます。
トマトソースは、自然農園manma farmのトマトを使用しています。

こな雪とんとん お昼のニセコ店 （ニセコアンヌプリ温泉 湯心亭 内）
電話 : 0136-58-2500  営業時間 : 11:30 ～ 14:30　
定休日 : 温泉清掃日 (週 2回での平日不定休。電話でお問合せください )
HP: https://www.niseko-annupurionsen.com/
店長のオススメ !メニュー : こな雪とんとんのロースかつ弁当 ¥1,480+ 税
こな雪とんとんのヒレかつ弁当 ¥1,580+ 税  ※ヒレかつは店舗と合わせて限定1日 5食
宅配・持ち帰り条件 :2日前までにご予約を頂き10個以上の注文の場合のみ
配達地域はニセコ町内の特定地域（ニセコ・東山・曽我・本通・有島・富士見）のみ
配達時間は11時 30分～ 18時のみ
一言コメント :恵庭産放牧豚「こな雪とんとん」の冷凍をしない生肉を使用した本格的なとんかつをご自宅でも！

電話 : 0136-55-5817  営業時間 : 18:00 ～ 22:00
定休日 : 不定休  HP: http://niseko-nalu.onamae.jp
店長のオススメ !メニュー : アンチョビピザ ¥880～/トマトベーコンピザ ¥880～
宅配・持ち帰り条件 :宅配2,500 円以上、5km以内
一言コメント :大変な時期ですが、夕食のお手伝いができればと思います。

Taj Mahal ニセコ店
電話 : 0136-55-8699  営業時間 : 11:30 ～ 21:00　定休日 : 無し（６月１日時点）
HP: https://www.tajmahalgroup.com
店長のオススメ !メニュー :野菜カレー弁当¥650/ キーマカレー弁当 ¥700
チキンカレー ¥700   一言コメント :ランチメニューテイクアウト始めました !
通常のメニューもテイクアウト 20%OFF です !

The POW BAR cafe
電話 : 0136-55-6739 営業時間 : 8:00 ～ 16:00 　定休日 : 毎週水曜日、木曜日
店長のオススメ !メニュー : POW BAR PLATE（パウバープレート）¥1,260
季節のグラノーラ¥680/ 自家製スパイシーチャイラテ¥600
宅配・持ち帰り条件 :メニュー全て持ち帰り可
一言コメント :朝８:00 から焼きたてのベーカリーやドーナツを
美味しいコーヒーと楽しんでいただけます！

YY DINER

お食事処じいじ
電話 :0136-44-2822 営業時間 :11:30 ～ 15:00/ 17:30 ～ 20:00 定休日 :月曜日
店長のオススメ !メニュー : 日替わり弁当¥700
メイン（肉または魚料理）付け合わせ３品（煮物、炒め物など）
カツカレー¥700（サラダ付き）/ 冷やし中華¥700（サラダ付き）
一言コメント :地元食材をメインに使ったオリジナルメニュー。
特にカツカレーは人気です。前日午後5時までに「商品の種類、個数、受け
取り時間」を申し込んでください。個数はトータル10個以下でお願いします。

電話 : 080-6621-8708  営業時間 : 11:30 ～ 18:00　定休日 : 不定休
店長のオススメ !メニュー : ベーコンチーズバーガー¥950
ベーコンチーズダブル¥1,200/ チーズバーガー ¥850/ ベーコンバーガー¥850
宅配・持ち帰り条件 :16:00 以降のオーダーは、お早めにお願いします。
一言コメント :からだにやさしいハンバーガー。自家製ベーコングラスフェッド
ビーフ、さいとう製パンのスペシャルバンズ。なるべくニセコの野菜を使用しています。

じゃが holic
電話 : 090-8372-1890
営業時間 : 10:00 ～ 17:00( コロナウイルス蔓延拡大防止対策の為
営業時間短縮の可能性あり )　定休日 : 不定休
店長のオススメ !メニュー : オーガニック北あかり +オーガニックソーダまたは
コーヒー¥860/ オーガニック北あかり+ビールセット ¥1040～
一言コメント : ここでしか味わえない逸品 !! ニセコ産無農薬じゃがいもで
つくったフライドポテト。お好みのディップとともにおたのしみ下さい。

BIRCH TREE CAFE
電話 : 090-7655-0678
営業時間 : 11:00～ 18:00/金・土曜日11:00～ 21:00　定休日 : 毎週月曜、第 3火曜日
店長のオススメ !メニュー : 本日のプレートランチ（日替り）¥800キッシュランチ¥800
一言コメント :地元で収穫された新鮮な野菜をふんだんに使った、健康的なランチです。

マイトリエ
電話 : 0136-44-1100 営業時間 : 10:00 ～ 18:00 定休日 : 毎週火曜日、水曜日
店長のオススメ !メニュー : バースデイケーキ ¥2,300～
一言コメント :旬、地の物を使用した新商品を多数そろえております。

ニセコベースカフェ
電話 : 0136-55-5538　営業時間 : 11:30～16:30
定休日 : 第２４月曜日、毎週木曜日（７月以降はお問い合わせください）
店長のオススメ !メニュー : ワッフル3個セット¥830
ワッフル 5個セット¥1,300 / ワッフル 1個 +ドリンク 1つセット¥800
一言コメント :こだわりのバターワッフルは外はさっくり、中はしっとりの
食感で食べごたえ充分。大人気のラテシリーズ（ショコラ・ほうじ茶・抹茶）
とも相性ばっちり。


